
管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考

北海道 2月2日 10:00 ～ 16:00 新規学校卒業者就職面接会 札幌パークホテル（札幌市）

2月9日 13:00 ～ 16:30 就活MEETING（高校・大学生等就職面接会） ロワジールホテル函館（函館市）

岩手 1月26日 12:30 ～ 16:00 いわて合同企業面接会
いわて県民情報交流センター　アイーナ
（盛岡市）

2月4日 13:00 ～ 16:00
二戸地域合同企業面談会
「就職フェア2016」

二戸ロイヤルパレス（二戸市） 一般求職者も対象

2月9日 13:30 ～ 15:00 ２０１６ふるさと就職ガイダンス　遠野会場 遠野市総合福祉センター（遠野市）
管内に就職希望の一般求職者および未内定学卒
者も対象

2月27日 13:00 ～ 16:00
就職相談会
「Ｗｉｎｔｅｒ　Ｃｈａｎｃｅ　２０１６」

大船渡市民文化会館　リアスホール
（大船渡市）

Ｕ・Ｉターン希望者、一般求職者、未就職内定者も対
象

3月5日 13:30 ～ 15:30 宮古・下閉伊地区ふるさと就職面談会 宮古市民総合体育館　シーアリーナ（宮古市） 宮古・下閉伊地区に就職を希望する求職者対象

宮城 2月8日 13:00 ～ 16:00
平成28年3月新規高等学校卒業者
第2回就職面接会

アエル5階（仙台市） 学校を通じて申込

秋田 1月22日 13:30 ～ 15:30 湯沢市「企業説明会＆面接会」 湯沢グランドホテル(湯沢市) 一般求職者も対象

1月25日 13:30 ～ 16:00 由利地域合同就職面接会 文化交流館カダーレ（由利本荘市） 一般求職者も対象

1月27日 14:00 ～ 16:00 総合就職面接会inのしろ プラザ都（能代市） 一般求職者も対象

1月28日 13:30 ～ 15:30 横手市就職面接会・企業説明会 横手セントラルホテル（横手市） 一般求職者も対象

山形 1月23日 13:00 ～ 16:00 合同企業面接会 山形テルサ（山形市）

1月26日 13:00 ～ 16:00 高校２年生に対する企業説明会 酒田市総合文化センター（酒田市）
平成２９年３月高等学校卒業予定者とその保護者
対象　※要予約

2月3日 13:00 ～ 16:00 高校2年生に対する企業説明会 新庄市民プラザ（新庄市）
平成２９年３月高等学校卒業予定者とその保護者
対象　※要予約

2月4日 13:00 ～ 16:00
2016.02　YAMAGATA
ハローワーク就職面談会

山形ビッグウイング（山形市）
全年齢の一般求職者（Ｕ・Iターン希望者含む）も対
象

2月12日 13:00 ～ 16:00 高校2年生に対する企業説明会 山形テルサ（山形市）
平成２９年３月高等学校卒業予定者とその保護者
対象　※要予約

2月（未定） 未定 ～ 未定 もがみ合同就職面接会 未定（新庄市内を予定） 一般求職者も対象

福島 2月26日 12:30 ～ 16:00 福祉の職場　合同就職説明会 ビッグパレットふくしま（郡山市）
福島県内の社会福祉施設等に就職を希望する方、
福祉の仕事に関心のある方対象

2月28日 12:30 ～ 16:00 福祉の職場　合同就職説明会 ホテル福島グリーンパレス（福島市）
福島県内の社会福祉施設等に就職を希望する方、
福祉の仕事に関心のある方対象

茨城 1月21日 13:30 ～ 15:30 平成28年3月新規高卒予定者対象北茨城市・高萩市就職面接会 北茨城市商工会（北茨城市） 学校を通じて申込

2月19日 13:00 ～ 16:00 正社員就職面接会 アルテリオ（筑西市） 学校を通じて申込

埼玉 1月22日 13:30 ～ 16:00
ハローワーク所沢・狭山市
合同就職面接会・企業面接会

狭山市産業労働センター２階　異業種交流ス
ペース（狭山市）

所沢市、狭山市、入間市、三芳町での就職を希望
する方対象

2月5日 13:00 ～ 16:00 第２回高校生就職面接会 大宮ソニックシティ　地下展示場（さいたま市）

2月16日 13:30 ～ 16:00
若年者等（44歳以下）対象
就職面接会・企業説明会

ハローワークプラザ所沢　会議室（所沢市）
44歳以下で所沢市、狭山市、入間市、三芳町での
就職を希望する方対象

3月7日 13:30 ～ 16:00
ハローワーク所沢・入間市
合同就職面接会・企業面接会

入間市役所　5階会議室（入間市）
所沢市、狭山市、入間市、三芳町での就職を希望
する方対象

東京 1月25日 14:00 ～ 16:00 第３回高校生のための合同企業説明会
東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア
（新宿区）

2月26日 13:00 ～ 16:00 北とぴあ就職面接会 若者就職面接会in王子 北とぴあ　地下展示ホール（北区） おおむね40歳未満の若年者対象

神奈川 1月27日 13:00 ～ 16:00 高校生就職フェアＰart3 新都市ホール　横浜そごう9階（横浜市）

2月4日 13:00 ～ 16:00 第２回湘南・西湘高卒者企業説明会 平塚プレジール（平塚市） 学校を通じて申込み、当日参加可

新潟 1月20日 13:00 ～ 16:00 2016にいがた就職ガイダンス 朱鷺メッセ（新潟市）

3月4日 13:30 ～ 16:00 さどトキめき就職ガイダンス“春” 金井コミュニティーセンター（佐渡市）

石川 1月22日 13:30 ～ 16:00 企業ガイダンスｉｎ中能登 ワークパル七尾（七尾市） 45歳未満の求職者も対象

福井 2月24日 13:30 ～ 16:00 就職応援面接会 福井県産業会館（福井市） 一般求職者も対象

3月5日 13:00 ～ 16:00 ふくい福祉就職フェア 福井県生活学習館（ユー・アイふくい）
福祉職に関心がある方、福祉の職場へ就職を希望
する方対象

3月13日 13:20 ～ 16:00 2016ふるさと就職フェアin若狭 福井県立若狭図書学習センター（小浜市） 若年求職者も対象

山梨 2月17日 13:00 ～ 16:00 やまなし就職応援説明会　for February ベルクラシック甲府（甲府市） 一般求職者も対象

長野 2月5日 13:00 ～ 16:00 上田地域就職面接会
上田東急REIホテル3Ｆ国際21クリスタルホール
（上田市）

一般求職者も対象

2月17日 13:30 ～ 16:00 佐久・小諸地区就職面接会 ホテル一萬里（佐久市） 一般求職者も対象

2月25日 13:30 ～ 15:30 木曽地区就職面接会 長野県木曽合同庁舎 講堂（木曽郡木曽町） 一般求職者も対象

平成28年３月卒業予定高校生対象就職面接会、企業説明会等開催予定表
※平成28年1月20日以降開催予定の高校生を対象とした就職面接会、企業説明会等を掲載しています。（84回）
※変更の可能性もありますので、詳細については各都道府県労働局にお問い合わせください。
※各都道府県労働局のホームページに参加企業等の情報を順次掲載しております。管轄労働局名をクリックすると各都道府県労働局の
　ホームページを閲覧することができますので、ご参照ください。(面接会が終了次第、参加企業等の情報の掲載も終了します。）

開催時間

別紙４
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http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


管轄労働局 開催日 イベント名 開催場所 備考開催時間

静岡 1月20日 13:30 ～ 15:30 ミニ企業面接会（福祉医療分野） 静岡県総合社会福祉会館（静岡市）
福祉の仕事に興味のある方、希望する方（学生含
む）対象

1月27日 13:30 ～ 15:30 ハローワーク富士宮・富士・鰍沢　合同就職面接会 富士宮市民文化会館（富士宮市） 一般求職者も対象

1月28日 13:30 ～ 16:00 若年者就職フェア
アクトシティ浜松 コングレスセンター3Ｆ
（浜松市）

概ね45歳未満の求職者も対象

2月15日 12:00 ～ 16:00 若者・学生等就職フェア キラメッセぬまづ（沼津市） 概ね45歳未満の求職者も対象

2月19日 13:30 ～ 15:30 ミニ企業面接会（福祉医療分野） 静岡県総合社会福祉会館（静岡市）
福祉の仕事に興味のある方、希望する方（学生含
む）対象

2月23日 12:00 ～ 16:00 若者・学生等就職フェア アクトシティ浜松（浜松市） 概ね45歳未満の求職者も対象

2月26日 13:00 ～ 16:00 正社員就職面接・相談会 プラサヴェルデ Ａホール（沼津市） 一般求職者も対象

2月26日 13:00 ～ 16:00 ふじ　ふじのみや合同就職面接会 ふじさんめっせ　会議室（富士市） 概ね45歳未満の求職者も対象

2月29日 12:00 ～ 16:00 若者・学生等就職フェア ツインメッセ静岡（静岡市） 概ね45歳未満の求職者も対象

3月18日 13:30 ～ 15:30 ミニ企業面接会（福祉医療分野） 静岡県総合社会福祉会館（静岡市）
福祉の仕事に興味のある方、希望する方（学生含
む）対象

三重 1月27日 13:30 ～ 15:30 新卒者就職面接会 in 伊賀 ハローワーク伊賀　会議室（伊賀市）

京都 3月17日 13:45 ～ 16:45 平成２７年度高校生企業説明会（南部会場） 京都産業会館（京都市） 学校を通じて申込

3月18日 14:45 ～ 16:45 平成２７年度高校生企業説明会（北部会場） 福知山公共職業安定所（福知山市） 学校を通じて申込

大阪 2月4日 12:00 ～ 16:00 第２回平成２８年３月高等学校卒業予定者合同求人説明会 あべのハルカス２３階（大阪市） 平成２８年３月高等学校卒業予定者対象

兵庫 1月29日 13:30 ～ 15:30 正社員求人限定　就職面接会 西神公共職業安定所　２階大会議室（神戸市） 一般求職者も対象

2月3日 13:30 ～ 16:00 高校生の就職面接会 西脇市コミュニティーセンター（西脇市） 学校を通じて申込

2月9日 13:30 ～ 16:00 合同就職面接会ｉｎ川西 アステホール（川西市） 概ね39歳までの若年者も対象

2月17日 13:00 ～ 15:30 三田地域合同就職面接会
　三田市まちづくり協働センター多目的ホール
（三田市）

一般求職者(正社員、非正規社員、パート希望者)も
対象

2月17日 13:00 ～ 15:00 2016ＪＯＢフェアin播磨 加古川プラザホテル（加古川市） 概ね35歳未満の若年者も対象

2月19日 13:30 ～ 15:30 わかもの就職応援面接会 姫路キヤッスルホテル（姫路市） 概ね35歳以下の求職者も対象

2月23日 13:00 ～ 16:00 阪神地域正社員就職フェア 尼崎市中小企業センター（尼崎市）
概ね60歳（正社員のため定年年齢未満）までの求
職者も対象

2月24日 13:30 ～ 16:00 求人求職面接相談会 かじやの里メッセみき（三木市） 一般求職者も対象

3月12日 14:00 ～ 16:00 西はりま就職フェアｉｎ赤穂 赤穂市民会館（赤穂市） 44歳以下の既卒若年者も対象

奈良 1月27日 12:45 ～ 16:00 福祉職ｄａあいフェア（奈良安定所・福祉人材ｺｰﾅｰ・新卒応援ﾊﾛｰﾜｰｸ） 奈良ロイヤルホテル（奈良市） 福祉関係の仕事を希望する者対象

和歌山 1月28日 13:00 ～ 15:30 田辺企業合同面談会 紀南文化会館（田辺市） 一般求職者も対象

2月2日 13:00 ～ 16:00 ワークフェスタ2016合同就職面接会 和歌山ビッグ愛（和歌山市） 一般求職者も対象

鳥取 2月3日 13:00 ～ 16:00 とっとり就職フェア2016・2月 鳥取産業体育館（鳥取市） 一般求職者も対象

2月4日 13:00 ～ 16:00 とっとり就職フェア2016・2月 米子コンベンションセンター（米子市） 一般求職者も対象

島根 1月24日 11:00 ～ 16:00 年度後半における集中的な就職面接会 いわみーる（浜田市）

1月29日 9:30 ～ 16:00 年度後半における集中的な就職面接会 くにびきメッセ（松江市）

岡山 2月15日 13:30 ～ 16:00 若者たちの就職面接会
岡山県総合グランド体育館
ジップアリーナ岡山（岡山市北区）

概ね45歳未満の求職者も対象

広島 2月20日 16:00 ～ 20:00
就活ナイトフェスタ２０１６
～正社員面接会～

広島県立ふくやま産業交流館　ビッグローズ
（福山市）

35歳以下の一般求職者も対象

2月26日 16:00 ～ 20:00
就活ナイトフェスタ２０１６
～正社員面接会～

広島県立総合体育館
（広島市）

35歳以下の一般求職者も対象

徳島 1月26日 13:00 ～ 16:00 若年者等就職マッチングフェア ホテルクレメント徳島(徳島市） 一般求職者も対象

2月8日 13:30 ～ 15:30
吉野川地域合同面接会
若年者等マッチングフェア&ふれあい就職面接会（障害者就職面接会）

吉野川市文化研修センター（吉野川市） 訓練修了(予定)者 、一般求職者も対象

愛媛 1月28日 13:00 ～ 16:00 合同就職面接会
松山市総合コミュニティセンター企画展示ホー
ル１階（松山市）

一般求職者（35歳未満）も対象

2月5日 16:30 ～ 18:30 平成27年度　高校２年生対象就職フェア 西条市総合文化会館（西条市） 高校２年生（平成29年3月新規高卒予定者）対象

2月24日 10:00 ～ 16:00 合同就職面接会
松山市総合コミュニティセンター企画展示ホー
ル１階（松山市）

3月5日 13:00 ～ 17:00 宇和島おしごとフェア 宇和島市役所２階大ホール（宇和島市） 宇和島での就職希望者対象

佐賀 1月19日 10:00 ～ 15:30 ハイスクールミニ面接会in武雄 ハローワーク武雄 会議室（武雄市） 午前10時～１２時　午後13時30分～15時30分

1月20日 13:30 ～ 15:00 ハイスクールミニ面接会in鳥栖 ハローワーク鳥栖 会議室（鳥栖市）

2月5日 13:30 ～ 15:30 平成27年度第2回　福祉マンパワー合同就職面接会 佐賀県総合体育館（佐賀市）
福祉の仕事への就業を希望する者、福祉に関する
資格取得や仕事内容に興味がある者対象

熊本 2月8日 13:00 ～ 16:00 平成27年度高校生のための就職フェア（第2回） 熊本市流通情報会館（熊本市） 学校を通じて申込

宮崎 3月9日 13:00 ～ 16:00 平成２７年度春のみやざき就職フェア シーガイアコンベンションセンター（宮崎市）
一般求職者、平成２８年春大学等卒業予定者、平
成２９年春大学等卒業予定者も対象
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http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shimane-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

	宮城

